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千葉県我孫子市の
情報発信基地

我孫子市マスコットキャラクター
手賀沼のうなきちさん

我孫子インフォメーションセンター
アビシルベ 発行（月刊）

・祝☆アビプレ100号！お祝いメッセージ

・手賀沼周辺のひまわり・蓮が見頃です

・鳥刻の会バードカービング作品展

・水の館プラネタリウム新番組

・我孫子市3館イベント情報

開館時間／
9：00～18：00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

開館時間／
9:00～18:00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

〒270-1151
千葉県我孫子市本町2丁目1番10号  
TEL 04-7100-0014 FAX 04-7108-0014
www.abikoinfo.jp アビシルベ

千葉県我孫子市の情報発信基地千葉県我孫子市の情報発信基地
我孫子インフォメーションセンター

（アビシルベ）
我孫子インフォメーションセンター

（アビシルベ）

最新情報はインターネットで！ 

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！
アビシルベ月間予定

アビシルベ 
または@ABISHIRUBE

@abishirube
 または@ABISHIRUBE 

abikoinformationcenter

アビストde Night ★
毎月多彩なゲストを迎えて
我孫子の魅力あふれる
情報をお伝えしています。

我孫子の美味しい処
レストラン、カフェ、居酒屋、
バーなど、アビシルベの
スタッフがご紹介します。

イベント情報
イベントやお祭りの
レポやプロモなど

うなきちパラダイス
これを観れば

振付けもバッチリ！

「あびこ巡り」
で検索！

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

Google Play App Store

好評 配信中！

本誌で掲載の情報は6月30日現在のものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベント
などが中止となる可能性がございます。
参加を予定されている方は事前に確認をしていただくよう
お願いいたします。
市内での関連情報については、我孫子市の
ホームページからもご覧いただけます。

鳥の博物館杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）　
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5　
TEL：04-7187-1131
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、
　　　　団体 20 名以上 2割引

白樺文学館

開館 9:30 ～16:30（入館は16:00 まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8　TEL：04-7185-2192
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、
　　　　団体 20 名以上 2割引

開館 9:30 ～16:30　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　
所在地：千葉県我孫子市高野山 234-3　TEL：04-7185-2212
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、
　　　　70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

企画展

今から 110 年前、幸徳秋水は政府の弾圧により死刑に追い込ま
れました（大逆事件）。杉村楚人冠はその幸徳の無実を訴える秘
密の手紙、針文字書簡を受けとっていました。そして、幸徳亡き
後の社会主義者を支えた堺利彦を、楚人冠は友人として支援し
続けます。
幸徳を取材した楚
人冠の記事を小説
に取り込んだ夏目
漱石や、事件を機
に社会主義に関心
を持った石川啄木
の手紙も交え、「弱
者へのまなざし」
を共有した人びと
の交流を描きます。

7月13日（火）～10月10日（日）

8/10（火）～ 8/16（月）12:00まで
我孫子市岡発戸・都部の谷津風景と昆虫展

7/12（月）12:00～ 7/22（木）17:00まで
アビプレ100号記念展
7/16（金）
アビスト de Night☆
100回記念配信！
7/24（土）～ 8/8（日）12:00まで
鳥刻の会バードカービング作品展

「弱者へのまなざし
ー幸徳秋水・堺利彦・杉村楚人冠の交流ー」

手賀沼周辺のひまわり・蓮が見頃です

水の館プラネタリウム（天の川の見える空）鳥刻の会バードカービング作品展

ちょうこく

水の館プラネタリウム

問所 我孫子市手賀沼親水広場 水の館
Tel. 04-7184-0555 （水の館施設利用窓口）

水の館 3Fプラネタリウム  
千葉県我孫子市高野山新田193

7/17（土）から新しい番組が始まります！

テーマ番組
「天の川の見える空～カッパさんと白鳥さん～」
手賀沼で夜空を見上げるのが大好きなカッパさん。そして旅の途中で降り立っ
た白鳥さん。
ふたりが眺めてる美しい星空には天の川も見えています。
天の川ってなんだろう…寄り添いながら語り合う二人のお話です。

星空解説
「今夜、なにがみえるかな」2021夏
夏の夜風に吹かれながら眺める星空は格別です。七夕伝説で有名な織り姫と
彦星。天の川の真ん中にあるはくちょう座。そして両側にこと座やわし座。さ
らにギリシャ神話で有名なさそり座。この季節も様々な星座が夜空を彩ります。
そんな星々や星座を紹介します。

夏休み期間中（ 7/26（月）～ 8/31（日））は平日も1日2回★の時間に上映します。
但し、水曜日は除く。
平日の団体上映は夏休み期間中に限り午前中のみ受け付け ※2日前までに要予約。

上映時間 テーマ番組：10 時・13 時・15時★
 星 空 解説：11時・14 時★・16 時

上映日時：土日祝日 定員：各回先着28 名（1時間前から発券、席の間隔をあけてのご案内）
費用：高校生以上100 円（中学生以下無料）

美しい天の川

7月17日（土）～11月28日（日）

第 87回企画展
「鳥のチャンピオン」
日本でのオリンピック開催にちなみ、鳥たちの
いろいろな能力について、鳥博が “チャンピオン”
を選びます。
彼らの能力が生きるためにどのように役立って
いるのか、またそのメカニズムについても紹介
します。 高速飛行で知られるハヤブサ

白樺文学館は空調工事に伴い現在休館中です。

期間：休館中～8/2 （月） まで

杉村楚人冠宛幸徳秋水葉書（杉村家蔵）
8/3 （火） からは 「白樺派と我孫子市 2021 （後期）」 が始まります。

ご期待ください。

＊但し7/16（金）を除く

LIVE !



祝☆アビプレ 100 号！お祝いメッセージ祝☆アビプレ 100 号！お祝いメッセージ
お陰様でアビプレは今月で 100 号を迎えました！

これを記念し、様々な方からお祝いメッセージをいただいていますので紹介いたします。
　アビコインフォメーションプレス「アビプレ」が、記念すべき第100 号の発刊を迎えるにあたり、ご挨拶申し上げます。
　「アビプレ」の発行元である我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」は、指定管理者制度を導入してから7年に渡り、
株式会社エヌケイサービスに管理運営を委託しています。
　四季折々の我孫子の紹介や我孫子らーめん紀行、また時代の流れに合わせ、市内のテイクアウト対応をしているお店の紹介
など、民間ならではの視点や発想で我孫子の魅力や観光情報を市内外に対して絶えず発信しています。
　「アビプレ」は、2013年４月の創刊から、市内の商業・観光情報を中心に幅広く展開し、現在では月の発行部数が 4,500 部
を超え、設置場所も増え続けています。
　トレンド変化の速い現代だからこそ、情報発信基地としての「アビシルベ」の重要性が益々高まっています。
　自然環境や歴史的・文化的遺産といった我孫子市の魅力をより多くの人々に知っていただくことで、交流人口の拡大、そして
市の活性化につなげることが大切であると考えております。
　今後も、アビコのプレミアムな情報をプレゼンしていくプレスとして「アビプレ」の発行を重ねていただくことを期待しています。

『アビプレ』や１００号積もりてこれからも集めし給へ鮮らけしネタ

　『アビプレ』100 号おめでとうございます。
これからも我孫子市の文化・スポーツ情報と杉村楚人冠記念館・白樺
文学館のキャラの立った学芸員の活動フレッシュな情報を掲載してくだ
さい。よろしくお願いします。

　アビプレ 100号のメモリアルまでに、柳田国男生誕 140 年、夏目漱
石没後100 年など、いろいろなメモリアル展示を告知させてもらいまし
た。そして今年は開館 10 周年、来年は杉村楚人冠生誕 150 年。これ
からも一緒に我孫子を盛り上げてください。

杉村楚人冠記念館 学芸員　髙木 大祐

　アビプレ祝100号。我孫子の旬な情報を知りたいと思えばアビプレ。
志賀直哉たち白樺派が活躍した大正時代は雑誌の勃興期でした。大正
から 100 年を迎えた今日、我孫子の魅力的な情報誌が益々充実したも
のになるよう御祈念いたします。いつでも連載依頼をお待ちしておりま
す。新聞コラムデビューした楽藝人より。

白樺文学館 学芸員 （楽藝人）　稲村 隆

　アビプレが100 号を迎えましたこと、心よりお祝い申し上げます。
　季節感のある特集を社員一同、毎月楽しく拝読しております。我孫子
市に馴染みのない新入社員もアビプレを通じて我孫子市の魅力を学び、
体感し、業務へも活かしております。
　現在、当社は常磐線沿線活性化を目的とした、情報発信を強化して
おります。今後も皆さまと連携して我孫子市の魅力を発信し、さらなる
活性化へとつなげていく所存です。
　ますますの充実した紙面をこれからも楽しみにしております。この度
は、誠におめでとうございます！！

我孫子駅 社員一同

　アビプレ７月号第100 号記念号の発行、誠におめでとうございます。
館長就任の年にお祝いできますことを心からお慶び申し上げます。一読
者としても、ごく自然に興味、関心を惹かれる紙面に魅せられていました。
第２号以来、鳥の博物館の魅力を多くの皆様に伝え続けていただき、改
めて深く感謝を申し上げます。これからも発行を楽しみにしています。

我孫子市鳥の博物館長　丸山 正晃

　柏市の案内所です！　いつもアビプレを送っていただいてありがとう
ございます！　柏市民の方々もアビプレをいつも楽しみにしています
よ！！　自然あり！ 歴史あり！ 柏から我孫子へお出かけする方もたくさ
んいらっしゃいます！　これからも楽しみにしています。いつもありがと
うございます！

kamon かしわインフォメーションセンター

スタッフ一同

※画像はサンプルです。内容が変更になる可能性があります。

我孫子市長

星野 順一郎

杉村楚人冠記念館館長兼白樺文学館

　　　　　　　　　　　　　　　館長　辻 史郎

　アビプレ 100 号記念おめでとうございます。鳥の博物館の活動を機
会あるたび紹介していただきありがとうございます。これからも身近な
情報の提供を通じて、我孫子のファンがどんどん増えるといいですね。
今後の我孫子の道しるべとしての活躍を願っています。

我孫子市鳥の博物館 学芸員　齊藤 安行

　アビプレ 100 号め、おめでとうございます。この
アビプレを総合の学習で使わせていただいてます。
　我孫子のことがたくさんのっていて、すごく勉強に
なります。　今までのアビプレは、いろんな我孫子
のわからないことがたくさんのっているので、もっと
はっこうしてください。
　ぜひ、我孫子市立我孫子第一小学校で、わたし達
が調べている我孫子のみ力をもっとのせてください。
　できれば、わたし達のことものせてください。

　アビプレ 100 号めおめでとうございます。いろいろ
なことがくわしく、わかりやすく書かれていて役に立ち
ます！
　イベントとかグッズの特集などもよく知ることができ
ました。特におもしろかったのは我孫子市ふるさと産
品特集です。これを読んだら手賀しぐれが食べたくな
りました。これからもアビプレが続くことをねがってい
ます！

　アビプレ100 号発行おめでとうございます！
　我孫子に面白いところがこんなにあったのかと毎
号楽しく読んでいます。
　食いしん坊なので、特に食べ物屋さんの記事を
楽しみにしています。
　これからもいろんなお店・イベントを教えてくだ
さい♪

匿名希望

　アビプレ100 号おめでとうございます。
　香取神社での御朱印の発信をしていただき、お
世話になりました。これからも新しい情報をたくさ
ん届けてください。
　楽しみにしています！

河村詩夕

　香取神社で開催の朝市や初詣イベント、境内の
桜たちの紹介等、いつもお世話になってます (̂ - )̂
　100号記念おめでとうございます。小さな発信か
ら大きな発信まで、我孫子に長く住んでますが、
知らないことはまだまだありますねぇ。
　これからも魅力あるたくさんの我孫子を届けてく
ださいね！楽しみにしています (*ﾟ▽ *゚)

オキクルミ 秋元佐予

　アビプレ100 号おめでとうございます！
毎月楽しみに拝見しています。
　これからも我孫子の楽しい情報・美味しいい情
報を教えてください！

ダッチ

ラーメン紀行、よかったです。復活望む！
ラーメン王

　100 号記念！　おめでとうございます。
　いつも美しい表紙カラーを楽しみにしています。
色の説明がすてき。
　市内のイベントなどの情報は参考になります。カ
ラーなので食べ物はいつも美味しそう。
これからもどうぞよろしく。

N.K

　アビプレ100 号おめでとうございます！！
　らーめん紀行を読んで新しいラーメン屋さんを開拓
したりしました。
　これからも素敵なお店を紹介してくれるアビプレを
楽しみにしています。

我孫子ノ稲妻

アビプレ100 号おめでとうだっちゃ♡
私の特集もおねがいだっちゃ！
　　　　　　　あびこカッパまつり　あびかちゃん

この度は、100 号おめでとうございます。
楽しい事！幸せな事！いっぱいありますように！

てがじん

　100 号記念おめでとうございます！
　地域の情報を発信し続けてくださってありがたく
思っております。これからもよろしくお願いします。

角松旅館

　アビプレ100 号おめでとうございます～ (#^　^#)
　これからも知られざる我孫子の魅力をどんどん発
信しちゃってください♪

ポル子
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手賀沼ふれあいライン沿いには毎年ひまわりを栽培する畑があります。
7月～ 8月にかけて見頃を迎えますので、お散歩の際にご覧になってみてはいかがでしょうか？
また、NPO 法人手賀沼トラストが栽培するハスも7月に見頃を迎えます。
この夏は手賀沼ふれあいラインで季節の花を楽しもう！

鳥刻の会
バードカービング
作品展

ちょうこく

7／24（土）
   ～8／8（日）12:00まで

バードカービングはアメリカ発祥の精密な鳥
の彫刻です。そんなバードカービングの第一
人者である内山春雄さんが顧問を務めるサー
クル「鳥刻の会」の作品展を開催します。
それぞれに個性が光る鳥たちをこの機会にご
覧ください。

我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）所ブッポウソウ　井上岳彦ホトトギス 　中茎義昭

我孫子第一小学校 学習委員会

100 号記念読者プレゼント
感謝を込めて、ご応募いただいた中から抽選で 5名様に
「手賀沼のうなきちさんグッズセット」をプレゼントします。

①氏名  ②郵便番号  ③住所  ④電話番号  を記載の上、
ハガキ、メール、FAXにてご応募ください。
・宛先　〒270-1151　千葉県我孫子市本町 2-1-10
　　　　我孫子インフォメーションセンター アビシルベ 宛
・メールmail@abikoinfo.jp
　　　※件名を「アビプレ100 号読者プレゼント」と
　　　　お書きください。
・FAX　04-7108-0014　
　　　　我孫子インフォメーションセンター アビシルベ
※締め切りは7月31日まで！（当日消印有効）
ご応募お待ちしております。

アビプレ、100 号おめでとう！！
毎号毎号、さまざまなテーマで我孫子の耳寄りな情
報を提供してくれて、楽しく読んでいます。
細かなところまでこだわった紙面づくりもお気に入り
です。これからも応援しています！

あびぷれこ

たくさんのメッセージありがとうございました！

頂いた全てのメッセージは7/12（月）12:00 ～7/22（木）17:00まで「アビプレ100 号記念展」

としてアビシルベに掲示します。ぜひご覧ください。（但し、7/16（金）を除く）

今後も様々な我孫子市の情報を発信できる様励んでいきます！

2 3

たま あざ

後援：我孫子市
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・鳥刻の会バードカービング作品展

・水の館プラネタリウム新番組

・我孫子市3館イベント情報

開館時間／
9：00～18：00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

開館時間／
9:00～18:00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

〒270-1151
千葉県我孫子市本町2丁目1番10号  
TEL 04-7100-0014 FAX 04-7108-0014
www.abikoinfo.jp アビシルベ

千葉県我孫子市の情報発信基地千葉県我孫子市の情報発信基地
我孫子インフォメーションセンター

（アビシルベ）
我孫子インフォメーションセンター

（アビシルベ）

最新情報はインターネットで！ 

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！
アビシルベ月間予定

アビシルベ 
または@ABISHIRUBE

@abishirube
 または@ABISHIRUBE 

abikoinformationcenter

アビストde Night ★
毎月多彩なゲストを迎えて
我孫子の魅力あふれる
情報をお伝えしています。

我孫子の美味しい処
レストラン、カフェ、居酒屋、
バーなど、アビシルベの
スタッフがご紹介します。

イベント情報
イベントやお祭りの
レポやプロモなど

うなきちパラダイス
これを観れば

振付けもバッチリ！

「あびこ巡り」
で検索！

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

Google Play App Store

好評 配信中！

本誌で掲載の情報は6月30日現在のものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベント
などが中止となる可能性がございます。
参加を予定されている方は事前に確認をしていただくよう
お願いいたします。
市内での関連情報については、我孫子市の
ホームページからもご覧いただけます。

鳥の博物館杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）　
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5　
TEL：04-7187-1131
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、
　　　　団体 20 名以上 2割引

白樺文学館

開館 9:30 ～16:30（入館は16:00 まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8　TEL：04-7185-2192
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、
　　　　団体 20 名以上 2割引

開館 9:30 ～16:30　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　
所在地：千葉県我孫子市高野山 234-3　TEL：04-7185-2212
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、
　　　　70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

企画展

今から 110 年前、幸徳秋水は政府の弾圧により死刑に追い込ま
れました（大逆事件）。杉村楚人冠はその幸徳の無実を訴える秘
密の手紙、針文字書簡を受けとっていました。そして、幸徳亡き
後の社会主義者を支えた堺利彦を、楚人冠は友人として支援し
続けます。
幸徳を取材した楚
人冠の記事を小説
に取り込んだ夏目
漱石や、事件を機
に社会主義に関心
を持った石川啄木
の手紙も交え、「弱
者へのまなざし」
を共有した人びと
の交流を描きます。

7月13日（火）～10月10日（日）

8/10（火）～ 8/16（月）12:00まで
我孫子市岡発戸・都部の谷津風景と昆虫展

7/12（月）12:00～ 7/22（木）17:00まで
アビプレ100号記念展
7/16（金）
アビスト de Night☆
100回記念配信！
7/24（土）～ 8/8（日）12:00まで
鳥刻の会バードカービング作品展

「弱者へのまなざし
ー幸徳秋水・堺利彦・杉村楚人冠の交流ー」

手賀沼周辺のひまわり・蓮が見頃です

水の館プラネタリウム（天の川の見える空）鳥刻の会バードカービング作品展

ちょうこく

水の館プラネタリウム

問所 我孫子市手賀沼親水広場 水の館
Tel. 04-7184-0555 （水の館施設利用窓口）

水の館 3Fプラネタリウム  
千葉県我孫子市高野山新田193

7/17（土）から新しい番組が始まります！

テーマ番組
「天の川の見える空～カッパさんと白鳥さん～」
手賀沼で夜空を見上げるのが大好きなカッパさん。そして旅の途中で降り立っ
た白鳥さん。
ふたりが眺めてる美しい星空には天の川も見えています。
天の川ってなんだろう…寄り添いながら語り合う二人のお話です。

星空解説
「今夜、なにがみえるかな」2021夏
夏の夜風に吹かれながら眺める星空は格別です。七夕伝説で有名な織り姫と
彦星。天の川の真ん中にあるはくちょう座。そして両側にこと座やわし座。さ
らにギリシャ神話で有名なさそり座。この季節も様々な星座が夜空を彩ります。
そんな星々や星座を紹介します。

夏休み期間中（ 7/26（月）～ 8/31（日））は平日も1日2回★の時間に上映します。
但し、水曜日は除く。
平日の団体上映は夏休み期間中に限り午前中のみ受け付け ※2日前までに要予約。

上映時間 テーマ番組：10 時・13 時・15時★
 星 空 解説：11時・14 時★・16 時

上映日時：土日祝日 定員：各回先着28 名（1時間前から発券、席の間隔をあけてのご案内）
費用：高校生以上100 円（中学生以下無料）

美しい天の川

7月17日（土）～11月28日（日）

第 87回企画展
「鳥のチャンピオン」
日本でのオリンピック開催にちなみ、鳥たちの
いろいろな能力について、鳥博が “チャンピオン”
を選びます。
彼らの能力が生きるためにどのように役立って
いるのか、またそのメカニズムについても紹介
します。 高速飛行で知られるハヤブサ

白樺文学館は空調工事に伴い現在休館中です。

期間：休館中～8/2 （月） まで

杉村楚人冠宛幸徳秋水葉書（杉村家蔵）
8/3 （火） からは 「白樺派と我孫子市 2021 （後期）」 が始まります。

ご期待ください。

＊但し7/16（金）を除く

LIVE !


